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～保安法の重要なポイントを勉強したい方々向けの 1 日セミナーです～  

● すでにご案内しておりますが、現在「高圧

ガス保安法令セミナー（宮城会場）」の受講

申込みを受付中です。 

高圧ガス保安法令の知識を深めたい方、さ

らには高圧ガス製造保安責任者等国家試験

の受験を予定されている皆様方にとっては、

法令の重要なポイントを中心に理解を深め

て頂ける貴重な機会ですので、是非、受講を

ご検討ください。 

● お問い合せは、下記まで。 
高圧ガス保安協会東北支部      

022-268-7501  Fax 022-211-0154 

  

回 覧 

協 賛 会 会 員 各 位 

観測史上初めて東北地方の太平洋側に上陸した台風 10 号は、岩手県、北海道を中心に大きな爪痕を残しまし

た。被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げます。実りの秋を目の前にして、農作物も大きな打撃を受けてい

るようです。台風シーズンはこれから本番を迎えますので、しっかりと備え、これ以上の被害が発生しないように十分な

対策をとりたいものです。 

ところで、８月 22 日～9 月 2 日の間に平成 28 年度の高圧ガス製造保安責任者等試験の申し込みが行われまし

た。正式な出願者数の発表はこれからですが、東北支部が担当する宮城会場では、過去最高の昨年の出願者数

（1,132 名）に迫るものとみられます。受験を予定されている皆様は、11 月 13 日の受験日を目標にこれから本格的な

勉強体制に入られることと思いますが、「備えあれば憂いなし」の言葉にもありますように、こちらもしっかりと備え、合格

を勝ち取っていただきたいと願っています。 

前号でもご紹介しましたが、本号でも「法令セミナー開催」のご案内をしております。受験される皆様にとっても理解を

深めるとても良い機会なると思いますので、ご参加の検討をお願いします。 

また、これから秋に向けて、協会事業として、「保安活動促進週間」、「保安全国大会」、「保安東北大会」等々

の保安行事が予定されています。現在、事務局ではその準備に追われている最中ですが、本号でこれらのご案内も

しておりますので、是非、ご覧下さい。 
 
（この「杜の栞」は、ＫＨＫホームページ（支部サイト：下記アドレス）からもご覧になれますので、こちらからもどうぞ｡） 

 http://www.khk.or.jp/branch/siori_bac_num.html 

 

 開催日時：10 月７日(金)10:00～16:30 

 参 加 料：会員 9,300 円 一般 10,300 円 

 会  場：宮城県建設産業会館 

（仙台市青葉区支倉町 2-48） 

 定  員：70 名 

 受付締切：平成 2８年 9 月２３日（金） 

（締め切り迫っております。お急ぎください。） 

 

 

http://www.khk.or.jp/branch/siori_bac_num.html
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● 平成２８年度の「高圧ガス保安活動促

進週間」が、今年も１０月２３日から

始まります。 

会員の皆様には、昨年に引き続き左記

のポスター1 部を贈呈致します。 

是非、保安教育や保安に関する活動な

どにお役立てください。 

● なお、ポスターの追加を希望されるとき

は、本栞に同封したリーフレット裏面の

申込書により高圧ガス保安協会教育事

業部へ直接ご注文ください。 

     1枚 ： 154円 (税込) 

申込締切 ： 10月 15日まで   

★お問い合せは、 

KHK 教育事業部出版業務課 

【電話 03-3436-0352】まで 

http://www.irasutoya.com/2016/02/blog-post_399.html
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● 第３０回「高圧ガス保安東北大会」を、来る１１月

２４日（木）、ホテルメトロポリタン仙台において

開催します。（※詳細は、同封の案内書をご覧下さい。） 

● 大会では「高圧ガス保安関東東北産業保安監督部東

北支部長表彰式」、「記念講演」、「懇親パーティ(受賞

祝賀会)」などを行う予定です。 

● 「記念講演」では、第 30 回の記念すべき大会にふ

さわしい、24 時間愛は地球を救うマラソンランナ

ーでも有名な、落語家林家たい平氏をお招きし、「笑

顔のもとに笑顔が集まる」と題し、ご講演頂く予定

です。多くに皆様のご参加をお待ちしております。 

 

● 大会日時；平成 2８年１１月 2４日（木） 

（第一部：表   彰   式 13:30～14:30） 

 （第二部：記 念  講 演 14:30～16:00） 

 （第三部：懇親パーティ 16:00～18:00） 

● 大会会場；ホテルメトロポリタン仙台 

      （仙台市青葉区中央 1-1-1） 

              

 

● 第５３回「高圧ガス保安全国大会」が、来る

１０月２８日（金）、東京のＡＮＡインターコ

ンチネンタルホテル東京において開催されま

す。 

 

● 大会は、「経済産業大臣表彰・高圧ガス保安協

会長表彰式」の他、技術講演に、先端医療機器

の開発に挑戦し続ける“～日本三大疾病に挑む

～”筒井宣政氏㈱東海メディカルプロダクツ会

長)、特別講演は、夢見る力が「気」をつくる

～クルーズトレイン「ななつ星 in 九州」はい

かに生まれたか～唐池恒二氏(九州旅客鉄道㈱

代表取締役会長)を行う予定です。是非ご参加

くださいますようご案内申し上げます。 

日 時；１０月２８日（金）10:30～18:20 

  （技術講演：10:30～12:00） 
  （表 彰 式：13:00～15:00） 
  （特別講演：15:25～16:55） 

（懇親パーティ：17:00～18:20） 

場 所；ＡＮＡインターコンチネンタルホテル  

（東京都港区赤坂 1-12-33） 
 

申込先；高圧ガス保安協会総務部 

   〒105-8447 

  東京都港区虎ノ門 4-3-13 
TEL 03-3436-6100 FAX 03-3436-5704 

 

※詳しくは、KHK ホームページをご覧ください。 

http://4.bp.blogspot.com/-Od9_BzTh7Wg/VGLMhAxPshI/AAAAAAAApBw/1SSY0uLp7LI/s800/rikujou_man_marathon.png
http://1.bp.blogspot.com/-t9nxrXcbNh8/UWvSyZ89rXI/AAAAAAAAQdo/ECkWs_9jKAY/s1600/rakugoka.png
http://1.bp.blogspot.com/-9BwZr3f6af4/VY4Ws-SmygI/AAAAAAAAus4/qC5FJ9RSewM/s800/oogiri_zabuton.png
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事務局から     

休業のお知らせ 

来る１０月３日(月)は、高圧ガス保安協会が民間法人化した日を記念した創立記念日にあたり、等

北支部も業務をお休みします。 

皆様には何かとご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解をいただきたくお願い申し上げます。 

 

 

●  例年１０月に実施しております「ＣＥ受入側

保安責任者講習」を、大陽日酸㈱多賀城事業所

の全面的なご協力をいただき、本年度も 10 月

13 日（木）～14 日（金）の日程で実施するこ

ととなりましたので、参加者を募集しています。 

 

▼講習：平成 28 年 10 月 13 日（木）【座学】 

平成 28 年 10 月 14 日（金）【実習】 

▼検定：平成 28 年 10 月 13 日（木） 

▼講習会場：【座学・検定】宮城県管工事会館 

       仙台市青葉区本町 3-5-22 

      【実習】大陽日酸(株)多賀城事業所 

       多賀城市宮内 2-3-2  

▼受講料：協賛会会員：１８，５００円 

     一般   ：２７，７００円 

▼受講申込：平成 28 年９月 12 日（月） 

～９月 23 日（金） 
【申込先】高圧ガス保安協会東北支部 

022-268-7501 fax 022-211-015４ 

         E-mail：tohoku@khk.or.jp 
 

 あっと言う間に夏休みも終わり、小学生の
集団登校の一団とすれ違う日常の通勤風景が
戻ってきました。 

真っ黒に日焼けした子供たちの顔…あれ？
そういえば、あまり見かけていない気がする、
こんがりトースト色の小学生。。。紫外線対策
に怠りがないのか、外で遊んでいないのか。
なんだか、ちょっと寂しい気もします。 

今年はオリンピックイヤー。リオ五輪での
日本選手団の活躍は素晴らしかったですね。
過去最高の 41 個のメダルを獲得しました。
2020 年に迎える東京五輪での更なる飛躍に
期待が高まります。 

地球の真裏での開催のため、決勝時間が日
本の深夜、早朝となることも多く、寝不足と
いう方も多かったのでは？ 私も体操、柔道、
卓球、400m リレーなど、ついつい連日テレ
ビに釘付けとなって応援していたせいで、す
っかり生活のペースが乱れてしまいました。 

五輪ネタをもう一つ。閉会式での日本のプ
レゼンが話題になりました。マリオに扮した 

安倍首相がリオの会場に登場するという演出
にも驚きですが、国歌斉唱・映像・踊り等す
べてにわたってこだわり、完成度の高い素晴
らしいショーだったと思います。一部には五
輪の政治的利用ではないかという批判の声も
あるようですが､これだけの事ができる豊か
な発想力･企画力･技術力に､ただただ感服す
るばかりです。 

もっともこの数分間のプレゼンのために、
どれだけの費用を掛けたのかと考えるとちょ
っと複雑ですが…。 

さて、9 月に入り、下期の主要行事が間近
に迫ってきました。気を引き締めて、準備怠
りなく臨みたいと思います。「備えあれば憂い
なし」を心に刻み込んで。(松本) 

 
 

高圧ガス保安協会東北支部 

        022-268-7501 

Fax 022-211-0154 

E-mail：tohoku@khk.or.jp   

mailto:tohoku@khk.or.jp
mailto:tohoku@khk.or.jp

